
○１４番（大崎 潤子君）   今日は東日本大震災から丸２年、なお多くの皆様

が避難の生活を強いられている様子に心が痛むものです。亡くなられた方々や被災

者の皆さんに、心からお見舞いを申し上げます。 

 復興予算は被災地の真の復興に活用すべきだと思います。そして、皆様の心に笑

顔を取り戻し、離れ離れの家族が共に同じ屋根の下で暮らすことができますよう願

って、本日の一般質問に入りたいと思います。 

 今回は１点目、組織改革について、２点目、ごみ政策について、３点目、農業に

ついて質問をいたします。明確な答弁をお願いいたします。 

 まず最初に機構改革について。 

 ２月１８日の議員全員協議会の場での説明は、背景として、少子高齢化により懸

念される本町の衰退化に対し、役場組織の強化に努める、そして目的は、固定的な

組織形態からの脱却を図り、能動的業務が可能な環境を整え、真に住民目線での業

務を遂行する意識熟成に努め、足腰の強い組織とするための人的資源を、効果的か

つ戦略的に活用するという説明がありました。 

 昨年に続いての組織改革であります。住民の皆さんは、やっとこの１年、自分が

よく利用する窓口を覚えたところではないのでしょうか。また、窓口や業務内容も

変更となれば混乱が生じかねると考えます。なぜ短期間の検証で変更になるのでし

ょうか。現体制でどのような問題点が起きたのでしょうか。組織改革するためには、

どのような会合が行われ、このような結論を見出されたのでしょうか。そして新体

制では新しい職として、室長、参事、理事など設置されますが、なぜ今の体制では

だめなのでしょうか。新体制にすることによって、どんなメリットが生まれるので

しょうか。 

 また、今後１０年間を見据えた、マイナス１歳から義務教育修了までの１６年間

の子育て支援、教育プランの策定に平成２５年度から入ります。町全体として、東

員町の子どもたちをどのように大切に育て、子どもらしく自立でき、思いやりのあ

る子どもたちを育てていくのか、親も参画しながらつくっていくプランだと考えま

す。保育園・幼稚園においても、園長を中心に、このプランに沿った保育が進めら

れるものと考えるものです。 

 園長は保育士、現場の代表と考えるのではなく、町全体の子どもたちの成長を支

える重要なポストであり、男女共同参画の立場から見ても、園長の位置づけを明確

にすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 副町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   大崎議員のほうからは、組織機構改革について、

３点ほどのご質問をいただきました。 

 まず１点目の、昨年に続いての組織変更は、住民サービスに影響が出るのではな



いのかとのご質問でございます。 

 今回の改革の骨子は、少子高齢化という社会背景に沿って、刻々と変化していく

住民ニーズに対応するため、固定的な組織形態から、柔軟で横断的な業務執行が可

能となるよう、業務の整合性やたて割り弊害に配慮したところでございます。 

 また、職員につきましても、町民からの付託にふさわしい資質を持ち、貴重な人

的資源として、効果的かつ戦略的に活用できるようにしたところでございます。 

 ポイントとなる点をいくつかご紹介をさせていただきますと、特に災害や危機管

理が重要になります自治会活動や町民活動など、新しい公の活動を支援するため、

町民活動係を設置し、戸籍住基係と合わせ、町民にかかる業務を総合的に執行でき

るよう、町民課を設置いたしました。 

 新たな組織としては、平成３２年に終了するＲＤＦ後のごみ処理に向けた実施計

画の策定やごみの減量化・資源化を積極的に推進するため、処理施設準備室、これ

は町長のほうから名前が変わったと紹介をしたところでございますが、資源循環推

進室を、また、福祉部門では発達支援室を設置し、子どもたちの発達障害への早期

支援体制を整えたところでございます。 

 内部管理につきましては、時代変化に十分対応ができ、組織活性に寄与できる職

員の育成を図るため、総務課内に人事係を独立させたところでございます。 

 議員からは、どのような形でそういうのを協議したのかというご質問がございま

した。私、以前にも申し上げましたが、就任して、昨年４月ですが、すぐさま若い

方全員の皆様と面談をさせていただきました。その時にも非常に堅苦しい、あるい

は固定的で、なかなか大変だというようなお話も聞かせていただいたこともござい

ました。その声も聞きながら、総務部を中心に、総務課さん、あるいは総務課の内

部で、例えば専決規定の見直し等については、若い方のプロジェクトを組んでいた

だいて、今回の組織改革のいろんな部門での役割を果たしていただきながら、今回

の組織改革に寄与をしていただいたところでございます。 

 しかしながら、議員からはご指摘のように、昨年、今年と、新たな課名や業務の

内容が変わるということをご指摘いただきました。このことは、私どもも当然のこ

とながら混乱も予想されることもございます。できるだけ円滑に移行できるよう、

広報・ホームページでわかりやすくお知らせするとともに、窓口でも適切な対応を

させていただく所存でございます。 

 次に２点目の、新しい職を設けるメリットについてはどうなのかというご質問を

いただきました。先ほども申し上げましたように、固定的な組織形態や職階では、

例えば業務と業務の連携がうまくいかなかったり、そういったことで宙に浮いてし

まうような仕事が生じることが多々ございます。また、業務量のバランスがうまく

とれず、忙しい部署や、あるいは閑散な部署ができるなど、無責任な状況や不合理

が生じてまいります。こうした状態を調整する機能として、新たに級制度を今回導



入をさせていただきました。 

 例えば課長級（副参事）には、課長と副参事、それから調整官というのを置きま

したが、この３つがございます。こういった課長級ということであれば、経験や適

性に照らして担当職を与えることで、課長職の業務の分割が可能になります。そう

しますと、並行して業務の遂行が望めることから、業務が早くできたり、あるいは

問題となるような部分について、それぞれの課長間で調整ができるなど、円滑な業

務が遂行できると期待することができます。 

 また係長級、これは係長の中には係長と主査というのを設けましたが、この係長

級では、同様に係長の業務を主査に移譲することができますので、係長の業務の軽

減ができますし、多忙な時期には業務の一担当者として主査が加わることができま

す。そういったことができると業務の速度を上げて、要は業務の偏りを防ぐことが

期待できると考えております。 

 いずれにいたしましても、職級を設けることで、無駄の少ない業務遂行が期待で

き、メリットは大きいものがあるのではないかと考えております。 

 一方、職員のモチベーションの確保からも、昇格・昇給等の配慮も重要で、同年

代に職員が多くいる場合、限られた職階であれば、能力差がないのにポストが少な

いため、昇格に差がつきます。こうしたことが原因でモチベーションの低下、ある

いは俗にいう腐るというようなことにならないよう、適材適所の原則をもって、職

級を増やすことで、同等の処遇が可能となるようにしたところでございます。 

 次に３点目の園長の位置づけでございますが、現在の職務の級は、園長は課長補

佐級としております。保幼の園長であっても一般行政職と何ら変わりはなく、保育

の責任ある業務を行っていただいておるところでございます。 

 その中で、成績が優秀であれば、それぞれの職階で一般事務職と同じように処遇

をすることが自然ではないかと考えており、今回改編した職階・職級に照らし、教

育委員会とも十分協議をしながら検討してまいりますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   副町長から答弁をいただきました。 

 住民のニーズにこたえて、少ない人材を有効に活用するために新たな制度を設け

ました。大きくいえば、そのような感じの答弁をいただいたというふうに思います。 

 今回処理施設準備室とか町民活動室、発達支援室という形で初めて室がつくんで

すけれど、その場合、本来ならば新しい部屋と言いましょうか、その辺の配置です

ね、今までどおり窓口が平面の中で事務をおやりになるのか、それともいやいや、

これは室がつくから新しい部屋といいましょうか、その辺のお考えは何もおっしゃ

らないんですけれど、どういう体制になるのでしょうか、お願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 



○副町長（樋口 和人君）   すみません、室としたのは、課の中に室というこ

とで、基本は課長補佐級を充てるつもりでおりますが、ただ、そこは特化した形の

担当をお願いをする形をとっておりますので、業務の分担の中で、室と通常の課の

係りというような分け方でございますので、物理的に改めてどこかに室を設けると

いうことではございません。ですから、今の形の中で一つのエリアが室というふう

になるというように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   副町長の答弁があったんですけれど、今３つ申し

上げましたけれど、どのポジション１つをとっても、これから町が解決をしなけれ

ばいけない大事なポジションだというふうに思います。 

 １点目はＲＤＦの平成３２年度以降どういうふうにしようかという形で、とても

大切、そして先ほど副町長もおっしゃったように町民活動室、これは自治会も含め

て、いろんな町民の活動、支援をしていく、そして発達支援室、これはもう町長が

きちっと子どもたちを見ていく、そのための発達支援室というのが設けられたわけ

ですので。 

 だから同じ平面の中に室というのも、それもあるかもわかりませんが、私として

は、それだけ力を入れていらっしゃって、室ということを置かれるなら、場所がな

いかもわかりませんけれど、そういうことを考慮していただくのが、大きな改革の

ポイントではないのかなというふうに思うんですけれど、それはまた後で答えてい

ただきたいというふうに思います。 

 そして職制の制度をつくることによって細分化をして、よりスピードを上げて町

民の問題にこたえることが可能ですということをおっしゃって、それもそうかなと

いうふうには思うんですけれど、例えば本当に参事や理事、今、課長さんの中から

一人なんですか、課長さんというのは何名もいらっしゃいますよね。例えば生活福

祉部で５つの課がありますけれど、この中で一人だけが参事ですか、そういうふう

なポジションになって、すべて生活福祉部の中のいろんな問題を、その方が一手に

引き受けておやりになるのか、ちょっとその辺が今の副町長の説明でも、私理解し

かねたんですけれど、そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   私の答弁が少し概念的な話でしたので、わかりに

くかったのかなというふうに思います。 

 ただ余り細かくいうと、何かもう人事を発表してしまうみたいになってしまうの

で、少しその辺は何と申しますか、ご理解を賜りたいのですが、例えばある課があ

るとします。その課は非常にたくさんの仕事を広い範囲で持っておられるとします

と、本当は細分化して課をいくつかつくるといいんですが、なかなかそうもいきま



せん。そうしたときに、例えばＡという課が７つも８つも、いろいろなことをやっ

ておったときに、半分は課長職の副参事が担当として見ていただくと、課長が見て

いる範囲を分割することができて、すごく効率よく労務管理や業務管理をしていた

だけると。そういうことが基本的な概念としてございますので、級をそこへ導入し

たと。 

 ただ実際にどうするかについては、いろんな条件がございますので、それについ

ては今もう最終のところを詰めておる段階ですので、余り詳しくは申し上げられま

せんが、そういうふうに頭の中で理解をしていただけるといいのかな、そんなふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   この問題、人事についてですので、とやかく私自

身が言える部分でもないかもわかりませんけれど、大変大きな組織の改革でござい

まして、昨年も一定ありました。そして今年に至っては、本当に大幅な感じになる

わけですよね。 

 そうなると、職員の皆さんも本当に大変ではないのかなというふうに思いまして、

そしてそれぞれのポジションがどういうふうになって、そこで職員の方がどれだけ

の力を発揮することができるのかということだというふうに思うし、それが町民に

どのような形で受け止められていくのか、そして機構改革をやることによって、町

民が、ああそういう改革をやっていただいてよかったねという理解をするのか、い

やいや、去年でよかったんじゃないの、私どこへ行っていいかわかりませんよとい

うようなことになったらだめだというふうに私は思いますので、具体的に、もう少

しいろんなことがわかればお聞きしたいなというふうには思いました。 

 お話しできない部分もあるということも、ある程度わかりますので、この辺でち

ょっと控えますけれども、とても大切なことで、本当に町民の皆さんにとって、日々

いらっしゃる窓口が、あっちへ行ったりこっちへ行ったりしますので、副町長も混

乱が起きるかもわからないということをおっしゃっておりますので、なるべく混乱

が少なくなるような形で、窓口以外でも受付のあたりにいていただいて、どなたか

お困りだったら誘導していただくとか、もちろんカウンターの中で、今でも何でし

ょうかという形で誘導はしていただいておりますけれど、それで済まないかもわか

りませんので、その点だけはきちっと行政が責任を持ってやっていただかなければ

いけないんじゃないかなというふうに思います。 

 先ほど園長さんの件については、今、課長補佐級だから、これを教育委員会とお

話をしながら改善をしていきたいということです。先ほど申しましたように、園長

先生たちは保育の現場と今特化してますけれど、そうじゃなくて、やっぱり全体の

一般職で採用されていらっしゃるわけですので、そういうところでは、また違った



角度から行政を見ていただいて、提言をしていただいたり、いろんな会合に出てい

ただいて、力を発揮していただくことがとても大切だというふうに思いますので、

ぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。 

 それと副町長にもう１点お聞きしたいのは、男女共同参画の取り組みの中で、東

員町として町の女性の幹部職員をどういう形で育成といいましょうか、研修という

か、なさっているのかなというふうに、女性職員を対象とした能力開発とか管理職

員登用のための研修、あるいは育児休業後、復活をして、また働かれますね。その

ときに２年とか３年のブランクがある場合もありますので、そういう研修とか、そ

ういうことは東員町として、どのような取り組みをなさっているのか、お尋ねをい

たします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   男女共同参画の関係で、職員の研修等についてど

んなことを、というご質問をいただきました。 

 はっきり申しまして、東員町の役場内なんですが、余り男女共同参画が行き届い

ていないなというのは、私もこの１年で十分感じました。女性を登用するときに必

ず男性が言うのは、女性って何も会議に出ても意見も言わへんし、あかへんやない

のみたいな話がよくされるんですが、させてもいないのによく言うなという、私は

感覚を持ってまして、そういう意味では男女共同参画につきましては、今回の人事

でも、やはり男と女が、それこそ職員として政策的にも、それから窓口でも、お互

いに支えていけるような、そういう体制をつくっていきたいのですが、何分にも、

まだまだ格差がでかいというふうに感じておりますので、なるたけ埋めるような努

力は、多分今回の結果を見ていただけると、そういうのが多少でも見えるのかなと

いうふうに思います。 

 具体的に育児休業明け等々のフォローはどうするのかということもございます。

今は多分何もしていないということでございますので、こうしたフォローについて

も、要するに３年なら３年のブランクが、直接住民サービスにマイナスにならない

ようなフォローを、研修体系としても持たないとだめかと思っておりますので、そ

れについても男女共同参画については、政策課のほうに今度業務を戻しましたので、

そこで職員の研修体系等、あるいは女性の体系等も計画を立てて進めてまいりたい

なと、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ率先して、行政のほうから進めていただきた

いと思います。 

 ２点目に入ります。２点目はごみ政策であります。 

 町長の所信表明の１点目に、循環型社会の構築に向け、ごみの減量化とリサイク



ルの推進に取り組み、地方からのメッセージを発信していきたいと述べられました。 

 ごみ減量化の１つとして、雑紙回収が始まり、多くの町民が協力し、進められて

いるところでございます。また、生ごみの堆肥化についても、モデル的に実施がさ

れています。そして生ごみの水分を切るアイデアも募集され、３名の方のアイデア

が紹介をされました。 

 この１年間のごみ減量化はどのように進みましたか。数値で示してください。ま

た、生ごみの堆肥化の取り組みはどうでしょうか。今後の方向性はどのようですか。

平成２５年度からの取り組みがあれば、お示しをお願いをいたします。 

 次に、組織改革で新しく処理施設準備室がかわりまして、資源循環推進室が設置

をされますが、これはＲＤＦ発電が平成３２年度末をもって終了するために、次の

処理施設をどうするのかを考えるための設置ではないのかと考えるものです。 

 ＲＤＦの今後については、桑名広域清掃事業組合構成市町の関係者で構成するご

み処理のあり方調査検討委員会が平成２３年５月に設置され、検討を重ね、４つの

大項目と８つの中項目に整理をし、現況を報告書としてまとめています。町として

環境資源課内に資源循環推進室を設置するわけですが、その体制はどのようですか。 

 現体制は６名です。次の焼却システムは、どれだけのごみを減らし、どれだけの

規模のものをつくるのか、周辺への環境の影響など、たくさんの課題があるわけで

ございます。きちんと専任の職員を置き、調査研究を重ねることがとても大切であ

ると考えるものですが、いかがでしょうか。 

 次に「ごみハンドブック」を製作をし、各家庭へ配付をする、配付だけでは、ご

みの減量化にはつながらないと思います。いく度か自治会等へ出向いて、住民に対

する啓発・啓蒙活動をすべきであると提案してきましたが、ごみ減量化への町民へ

の協力参加についての取り組みと減量の数値目標を町長に伺います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ごみ政策についてのご質問ですけども、大筋、私か

らお答えを申し上げまして、細部につきましては、生活福祉部長から答弁をいたし

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 議員もご承知のように、三重県は、平成３２年度にＲＤＦ発電施設からの撤退を

表明しており、これに対応することが、本町としては喫緊の課題と考えております。 

 そのため、まず、ごみの総量を減らすこと、次に、生ごみの堆肥化や雑紙回収な

どにより、可燃ごみの減量化に取り組むことといたしております。 

 さらに、先ほど議員もご指摘いただきましたように、平成３３年度以降のごみ処

理計画を、処理施設の建設も視野に入れながら構築を図る必要があるということか

ら、組織の体制強化を図ったものでございます。 

 残余につきましては、生活福祉部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   大崎議員のごみ政策についてのご質問です

が、残余につきましては、私の方からご答弁させていただきます。 

 昨年、桑名広域清掃事業組合に搬入されました東員町のごみ全体の総量は、約５，

０００トンでございました。 

 このうち、可燃ごみは４，１００トンと、全体の約８２％を占めております。 

 まず、ごみ量の前年との比較でございますが、可燃ごみは１月末時点で３，５３

６．８トンで９．６６トンの減となり、前年比９９．７％、不燃ごみは１５７．３

９トンで、３．４８トンの減となり、前年比９７．８％、資源ごみは１，５４８．

７１トンで、３１．７７トンの増となり、前年比１０２．１％となっております。 

 次に、生ごみにおける取り組みと今後の方向性でございますが、生ごみ堆肥化検

討委員会では、これまで滋賀県甲賀市や愛知県豊明市などの先進市の視察を行い、

堆肥化を行う上での問題点等について勉強を行いました。 

 現在、委員の皆さんにモニターとして８月から３月まで、各家庭から出る生ごみ

に床材を混ぜ、一次処理を行っていただいております。これらの調査結果や、アド

バイザーである学識経験者の意見等を踏まえ、一番の課題となっている家庭での処

理方法や回収方法について、結論を出したいと考えております。 

 今後は、５０～８０戸程度の戸数を対象とし、モデル地区を選定し、実証調査を

実施する予定としております。 

 先に町長からご答弁させていただきましたが、環境資源課内に資源循環推進室を

設け、組織の強化を図るものでございます。 

 これまでの生活環境課では、清掃業務や衛生業務などを行ってまいりましたが、

今回設置いたします資源循環推進室では、新たなごみ処理施設等の構築や、可燃ご

みの減量などに向けた事務を専任で行う職員を配置するもので、複数の人員を考え

ております。 

 次に３点目の、ごみのハンドブックについてのご質問でございますが、現在、各

ご家庭に配布しております「ごみの出し方ハンドブック」は、平成２０年に作成し

たもので、５年が経過し、ごみの出し方など、内容の変更もあることから改訂を行

い、新たな減量に向けた啓発についても記載する予定でおります。 

 また、生ごみの堆肥化につきましては、町民の皆様のご理解がなければできない

と考えておりますので、さまざまなご理解をしていただくため、今後考えてまいり

たいと考えております。 

 次に、ごみ減量の数値目標でございますが、現在ごみ全体の排出量は、ほぼ横ば

いで推移していることから、まず、これ以上ごみを増やさない手だてにつきまして

も、企業への協力の呼びかけや、ごみ減量のための説明会を含め、頑張ってまいり

たいと考えております。 



 いずれにいたしましても、ごみの減量につきましては、徹底した総量の減量化を

図ってまいりたいと考えますので、何とぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長と福祉部長から答弁をいただきました。あり

がとうございます。 

 １点目は、ごみは今数字を述べていただいたように、少しずつ減ってきておりま

すので、それぞれが住民も努力をしているし、行政も、ごみを減らすためにという

形で努力をしていらっしゃるのかなというふうに思っております。 

 しかし、生ごみを堆肥化することが、ごみを減量する一番のポイントなんですけ

れど、生ごみを堆肥化するというのが、なかなか進まないということですよね。 

 今、昨年の８月から３月まで、モニター制度でやっています。それを受けて５０

～８０戸でモデル実証をしてまいりたいと、部長の答弁がありましたけれど、８月

から３月末まで、まだちょっと時間があるんですけれど、ここで数字が知りたいん

ですけれど、８月から３月まで何人の方がやって、ごみが減ったのか、減らなかっ

たのか、その辺の数字をお示しをしていただきたい。そういうことを受けて５０～

８０戸へ拡大をする根拠があるからやりたいということにつながっていくのかどう

なのか、その答弁をお願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 今現在、生ごみ堆肥化検討委員会を、主婦の方と男の方も含めてですけども、７

名の方でやっていただいております。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   だから７名の方がおやりになっていて、課として

は、これならやっていけるから、モデルとして５０～８０戸でやって、ある程度、

なるほどやっていけるな、だから５０～８０戸まで拡大をしようという、その根拠

が私は欲しい。７名の方がなさってどうなのか、そこでどのような意見が出されて

いて、町民の皆さんにお願いできる根拠があるのかどうなのか、そこをお示しをし

ていただきたいということです。答弁がないんですけれど。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   どうも失礼いたしました。 

 昨年８月から今年の３月までなんですけども、いろいろ実験的にやっていただい

て、生ごみの水の切り方とか、水が出たとか、暑い時期には、ぼかしに虫がわいて

触われなかったとか、いろいろ体験していただいて、実験はバケツにぼかしとかを

入れていただくわけですけども、構成人数によって、バケツが小さかったとか、外



にバケツを出しておくと水滴が溜まっていたとか、いろいろな意見をいただいてお

ります。 

 ぼかしの入れ方とか、間にはさむとか、そんないろんな方法によって、一次処理

のにおいがするとかしないとか、いろんな意見を出していただいております。 

 このあたりをもう少し整理して、次回の５０～８０戸のほうに効果的になるよう

にやっていきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。 

 ５０～８０戸のモデル地区というのは、自治会のほうへ申し出て、手を上げてい

ただくのか、それとも行政がポッとこの地域でお願いをしますという形でおやりに

なるのか、それが１点と、今ぼかしということをおっしゃったんですけれど、今の

方法は、ぼかしで５０～８０戸までのモデルをおやりになるのかどうなのか、その

点が１点と、事務専門の方を２人置きますということですが、できましたら、こち

らから専門でそういう仕事を長期的にきちっとやっていただくスタッフを配置され

るのか。行政はどうしても２～３年いて、かわらざるを得ない部分もあるんですけ

れど、これはとても大切な分野ですので、専門の方に、なるべく長期的に、きちっ

といろんな角度から調査をしていただいて、きちっとした資料を残していただきた

いというふうに思いますが、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   ５０～８０戸につきましては、自治会のほ

うでお願いして、自治会で協力していただけるところがあればやっていただきたい

と考えております。 

 ぼかしにつきましては、ぼかしを入れる方法と、そのまま直接回収する方法とご

ざいますので、その辺についても検討している段階ではございます。 

 資源循環推進室の専門員を置いたらどうかということでございますか。今現在は

専門的にアドバイスしていただいておる方がみえまして、堆肥化の専門の方がみえ

ますし、大学の教授の方もみえますので、その２名の方にアドバイスをしていただ

きながら進めております。 

○議長（藤田 興一君）   執行部に申し上げます。的確な答弁を求めるために、

担当課長の答弁でも結構でございますから、的確な答弁を執行部のほうへお願い申

し上げます。 

 大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   生ごみの堆肥化のアドバイザーではなくて、新し

くできる室に事務的な専門員を置くとおっしゃいましたので、職員さんですので、

短期間で異動ということもあり得ますが、できたらやはりきちっとした資料をつく

り、きちっとした方向性をつくるために、これは町長にお聞きしましょう。そのた



めの専門職といいましょうか、専門の職員を置いていただいて、ごみ政策にきちっ

と当たっていただきたいというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   その部署で、特に非常に重要な問題だと思っており

ますので、責任を持って仕事をしていただける体制をつくっていきたいというふう

に思ってます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、町長から、責任を持ってやっていきたいとい

うことでしたので、お願いをしたいというふうに思います。 

 それと先ほど説明の中で、これから自治会にも働きかけをいたしますということ

でしたが、生ごみの減量とリサイクルの出前講座というのを、ぜひやっていただき

たいというふうに思いますけれど、住民目線で、プラスチックを分別するときに、

クリーン作戦委員さんが地域にお出かけになって、いろいろ話をして、プラごみの

回収が進んでいった事例がありますので、生ごみの堆肥化もそうだし、ごみ減量全

体にわたって、やはり住民目線でやっていただきたいというふうに思いますが、そ

ういう計画はいかがでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   生ごみの堆肥化とごみの減量化について、

来年度もその辺の講演会等を検討していきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   確かに講演会も必要ですけれど、だれだれ講師に

来ていただく、それも必要ですけれど、もっと町民とタイアップをしていかないこ

とには、町長がおっしゃるごみの減量というのは、なかなかついていかないという

ふうに思いますので、出前講座とか、とにかく小さい単位で町民と向き合っていた

だく、そういう計画をつくっていただきたいけれど、そういう意思はございません

かということをお聞きしたんです。もう一度お願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほど答弁させていただきましたように、

いろんな手法について、今後検討していきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   時間もありませんが、検討だと、やっていただけ

ないのかなというふうに思うので、ですから行政も、この間、生活環境の課長と係

長さんともお話しましたけれども、一生懸命頑張っていらっしゃる点は評価をいた

します。だから具体的にこういうことをやります、具体的にこういうことをやって

いきたい、そういうことをきちっと進めていただきたい、それを何度もお願いをし



ているわけですので、検討じゃなくて具体的にやってください。それだけお願いを

いたしまして、最後の質問に入ります。 

 農業問題について。 

 町長の所信表明の３点目、喜びのある農業、付加価値のある農業を進める農業と、

共生したまちづくりを推進いたしますとあります。その具体化といたしまして、農

業振興費から、喜び農業推進事業経費が計上されていると考えます。年次計画も含

め、どのように進めていかれますか。 

 また、新たな地域の魅力づくりとして、果樹栽培、有機野菜づくりを提案されて

いますが、指導員についてはどのようでしょうか。 

 次に月２回、地産地消の立場で朝市が開かれています。２月１２日に平成２４年

度の状況を尋ねたところ、開催１８回、入場者１，１４７人、出店者１９５人と、

参加者は減ってきているとお聞きいたしました。 

 この朝市は、高齢者の生きがい対策としての野菜づくりをやっていらっしゃる方、

不耕作地を出さないために努力をしている方、野菜を持っていくことで交流できる

ので頑張っている方などのお話を聞かさせていただきました。なかなか明るい方向

へいかないので苦慮してみえるようでした。今後の朝市への支援についての考え方

を、お聞きしたいと思います。 

 また、ガラス温室は、１棟は壊して駐車場にする案も以前提案をされたこともあ

りましたが、中止となりました。その後ガラス温室の活用について、どのような議

論がなされたのか、町長に答弁を求めたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農業についてのご質問にお答えをいたします。 

 農業振興費の新しい事業として、農業をする喜びを生み、稼ぐことのできる産業

としての農業を推進するため、喜び農業推進事業の予算を計上させていただきまし

た。 

 事業概要につきましては、午前中の南部議員の質問にもお答えをさせていただき

ましたが、果樹栽培・有機野菜の栽培などを行うための知識と、経験のある専門家

にスタッフとして参加をしていただく予定にしておりまして、先進地を例に栽培作

物の選定、農業者の掘り起こしを行いまして、有機野菜につきましては、露地栽培

での実証ほ場の設置を本年度中に行い、果樹栽培につきましては施設整備の検討を

年度内に行って、次年度計画を策定し、苗の植えつけに備える予定でございます。 

 次に耕作放棄地につきましては、平成２２年度に東員町地域耕作放棄地対策協議

会においてご検討いただき、平成２２年度から長深地区で、あした葉、中上地区で、

そばの実証ほ場として栽培に取り組んでいただいております。 

 あした葉、そばの選定に当たりましては、三重県桑名地域農業改良普及センター

のご指導、ご助言をいただきながら選定したところではございますが、土質や天候



の問題により生育しない状況が続いております。この現状を改善するために、新し

い作物として、長深地区では、近隣での栽培実績や販路の確保ができている赤じそ、

中上地区では土地のかさ上げを行い、イチジクを栽培することとし、そのための費

用を計上いたしております。 

 次に朝市とガラス温室の活用方法についてでございますが、平成３年に建設され、

その数年後からほとんど使われなくなったガラス温室を有効活用する目的で、平成

２０年４月から、ふらわぁ～びれっじ運営協議会との協働で朝市が、また、花卉ク

ラブが主体となって花卉栽培の取り組みが始まりました。 

 花卉栽培につきましては順調に推移しておりますが、朝市につきましては来場者

が少なく、また、年々減少傾向にあります。原因といたしましては、町内での農作

物は露地ものしかなく、季節、天候に左右されるところが大でありまして、品ぞろ

えがままならないということが考えられます。 

 運営協議会では、いろいろな集客アイデアを検討していただいておりますが、な

かなか決定打が見出せないのが現状でございます。 

 ガラス温室につきましては、利用のない西側の水耕棟を取り壊して駐車場にする

ということを、以前説明をさせていただきましたが、本施設で野菜栽培を目的とし

た有償利用をしたいという申し込みがありまして、現在その検討をしているところ

でございます。 

 いずれにいたしましても、ガラス温室は大きな税金を投入した施設でございます

ので、これからも有効活用していく検討を進めてまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。今回この点につ

いては、町のほうが力を入れて、とにかく農業を振興してみようということについ

ては評価をしたいというふうに思います。 

 指導員の件ですけれど、担当課でお尋ねしたら、４月に公募するというようなこ

とをお聞きしましたけれど、４月に公募して指導員さんをお決めになるのか、本来

は指導員さんについてはある程度決まっていて、すぐスタートをするような気もし

ますけれど、そのあたりが１点と、もし公募がなかった場合は、この仕事はどのよ

うになるのでしょうか。お願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 やはりこれは新しい取り組みでございますので、しっかりと議会で説明をさせて

いただいて、その後、事業に着手したいということから、事前に多方面にお声をか

けてはおりません。しかしながら県の農業関係の研究所とか大学とか、そちらには



事前に少し下打ち合わせをさせていただいておりますが、決定的な人材については、

今ご紹介をいただいていない状況でございます。 

 議員申されましたとおり、非常に困難な状況での出発でございますが、全員で努

力しながら人材確保にも努めてまいりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   新規事業であるので、これからきちっと力を入れ

て、いろんな分析をしながらやっていきたい、そういう中で、いい指導員さんにめ

ぐり会えれば、すごくいいのかなというふうに思いますので、私としても期待をい

たしているところでございます。 

 先ほど町長から、中上と長深のお話がございました。あしたばとそばは、結果的

には天候不順により、私は失敗したのではないかというふうに思うんですけれど、

そういう表現がいいのかどうなのか。私は失敗だったのではないかというふうに思

いますが、やられた皆さんでの議論の中で、そばとあしたばはだめだから、次の町

長がおっしゃったような、赤じそとイチジクに変わっていったのかなというふうに

思うんですけれど、その辺の議論の過程といいましょうか、お願いをしたいという

ふうに思います。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 耕作放棄地対策事業につきましては、町の予算を通さずに、県、国のほうから補

助金が出まして、地域耕作放棄地再生協議会というのを立ち上げまして、これは平

成２２年でございますけども、約１００万円ぐらいの補助金をいただきまして、い

わゆる農業法人のほうに委託をさせていただきました。 

 作物の選定に当たりましては、本当に三重県のご努力で、いろんなものを探して

いただきまして、あしたばなら火山灰にも耐え、また、納める先も十分確保できる

というご助言もありまして、私どもはそれを信じて、また農業法人もそれを信じて、

一生懸命尽くしてまいりましたが、３年目になりますが、今年も失敗でございまし

た。議員おっしゃるとおり、失敗じゃなかったのかと言われれば失敗でございます

が、その間にはいろいろ努力をしてやってまいりましたことを、お認めいただけん

かなというふうに思っております。 

 もう１つは、そばもやってまいりましたが、耕作放棄地という場所は、水をかぶ

ったり、いわゆる放棄される土地でございまして、なかなか作付けをしても順調に

育つ場所ではございませんでした。こういうことも経験を踏まえて、私ども責任が

あるということから予算を上げさせていただいて、赤じそとイチジクを一度やらせ

ていただきたいと思っております。 

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。 



○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりましたので、そういう反省に立って、次の

赤じそとイチジクというのを選ばれたのではないのかなというふうに思いますので、

ぜひたくさんの収穫ができて、町民の皆さんにまた見ていただくことができれば非

常にいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。 

 ガラス温室につきましては、民間の方から相談があるということですが、平成２

５年度の秋ぐらいには、何かアクションというのが起こされるのでしょうか。その

辺のお願いをいたしたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、実はその方から県の産業支援センターのほうへ

事業の申請をしておりまして、それが夏時分ぐらいに結論が出るだろうというよう

なことを伺っております。そういうことでございますので、秋口には事業にかかっ

ていただけるのかなというふうなことを、こちらは期待をさせていただいておりま

す。 

○議長（藤田 興一君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   せっかくそういう形で施設を利用しようという方

がいらっしゃるわけですので、行政としても、しっかりと支援をしていただければ

なというふうに思います。 

 それとあわせまして、朝市も大変気苦労があると思いますけれど、今現実にやっ

ていらっしゃる方もございますので、それは高齢者の皆さんの楽しみという部分も

ございますので、どうぞ火を消さないような形で、私自身も何がお手伝いできるか

な、買いに行くことしかできないというふうに思いますけれども、朝市もきちっと

支援をしていただくように、また担当課のほうで、いろんな案を練っていただくこ

とをお願いをして、一般質問といたします。 

 ありがとうございました。 


